平成 26 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
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１ 大会等
○鳥取警察署管内防犯少年剣道大会（鳥取県
（鳥取県、鳥取県警察本部、市
警察本部）
町村、県立高等学校、特別支
実施日：11 月 8 日
援学校）
場 所：鳥取市武道館
○八橋警察署管内地域安全剣道大会（鳥取県
警察本部）
実施日：11 月 3 日
場 所：東伯郡琴浦町
○境港市青少年意見発表会（境港市）
（主催：青少年育成境港市民会議）
開催日：11 月 17 日
場 所：境港市
○手話パフォーマンス甲子園に参加（県立高
等学校、特別支援学校）
開催日：平成 26 年 11 月 23 日（日）
場所：鳥取市
内容：手話を使った演劇、ダンス、合唱等
○校内球技大会（県立高等学校）
○困難を抱える若者に寄り添うフォーラム
（鳥取県）
開催日：11 月 14 日
場 所：鳥取市
内 容：支援活動報告、講演
○鳥取県高等学校 PTA 指導者研修大会に参加
(県立高等学校）
開催日：11 月 29 日
場 所：鳥取市
○平成 26 年度全国青少年補導センター連絡
協議会定期大会（鳥取市）
開催日：11 月 21 日
場 所：宇都宮市
○子ども権利フォーラムとっとりに参加（鳥
取県）
開催日：11 月 9 日
場 所：鳥取市

４（１）ア

○各種ポスターの作成配布（県立高等学校）
２ 広報啓発活動
（鳥取県、鳥取県警察本部、市 ○HP に掲載（境港市、県立高等学校）
○人権教育LHR 公開（県立高等学校）
町村、県立高等学校）
○人権講演会（県立高等学校）
○広報誌に掲載（鳥取県警察本部、米子市、
境港市、鳥取市、倉吉市、北栄町、伯耆町）
○ポスター掲示（鳥取県警察本部、鳥取県、
日吉津村、湯梨浜町、大山町）
○パネル展示による啓発活動（県立高等学校）
○『保健室だより』の発行（県立高等学校）
○寮生に対し「食育だより」を発行し、配布
（県立高等学校）
○解放研新聞の発行（県立高等学校）
○ＰＴＡ会報による啓発（県立高等学校）

４（１）ア

考

４（１）ア、エ

４（１）エ

４（２）ア

４（１）ア、イ、ウ、エ
４（１）ア、イ、ウ、エ、オ
及び４（２）イ

４（１）ア、エ
４（１）イ

○『ノーテレビデー』防災無線、懸垂幕（三
朝町）
○ＣＡＴＶ、防災行政無線による啓発
（伯耆町）
○「家庭の日」標語募集（伯耆町）
○あいさつ運動の実施（伯耆町）
・のぼり旗の設置
・ティッシュ、チラシの配布
○「あいさつ運動」や朝食をとることの大切
さ等をＰＲ（八頭町）
・のぼり旗を掲揚・防災無線利用
○あいさつ運動（県立高等学校）
４（１）イ、ア及び（２）イ
○懸垂幕の掲示（伯耆町、県立高等学校）
○児童虐待防止キャンペーン街頭広報（鳥取 ４（１）ウ
県警察本部）
○ガイナーレ鳥取での児童虐待防止啓発キャ
ンペーン（鳥取県）
○児童虐待防止パンフレットの配布
（県立高等学校）
○オレンジリボン配布〔児童虐待防止の広報
啓発活動]（県立高等学校）
○街頭広報（啓発パンフレットの配布）
（鳥取 ４（１）ウ、エ
県警察本部）
○広報パンフレットの配布（日南町）
○電光掲示板を利用した広報
（鳥取県警察本部）
○少年愛護センター相談電話カード「話☆相 ４（１）エ
よ！」の配布（鳥取市）
○啓発チラシを市内各公民館に配布（鳥取市）
○未成年者喫煙防止キャンペーン街頭広報へ
の参加（鳥取県警察本部、鳥取県、鳥取市、
米子市）
○JR 踏切事故防キャンペーンに参加（県立高
等学校）
○「守りたいスマホ利用６つの約束」を全校
生徒に配布（県立高等学校）
○生活指導担当者 サポートセンター職員に ４（１）ア
３ 研修会等
よる研修会
（鳥取県、鳥取県警察本部、市
町村、県立高等学校、特別支 〔八頭郡中学校・高等学校生徒指導部連盟幹
事会〕（県立高等学校）
援学校）
○学習企画委員会（県立高等学校）
○授業研究会（県立高等学校）
○進路検討会（県立高等学校）
○人権教育研修
（県立高等学校、特別支援学校）
○中部圏域要保護児童対策地域協議会代表者
会（県立高等学校）
○ＰＴＡ指導者研修会（県立高等学校）
○校内生徒手話講習会（県立高等学校）
○学習指導委員会（県立高等学校）
○推薦委員会（県立高等学校）
○環境委員会(生徒)（県立高等学校）
○生徒指導委員会（県立高等学校）
○特別支援教育推進委員会（県立高等学校）
○学校保健研究協議会への参加
（県立高等学校）

○子育て（学習）講座（北栄町、八頭町）
○青少年健全育成八頭町民会議と八頭保護司
会の会員交流・研修会 （八頭町）
○講演会（県立高等学校）
「ネット人権侵害はなぜ怖いか」他
○平成 26 年度鳥取県高等学校東部地区指導
部連盟理事会
〔鳥取県高等学校東部地区指導部連盟〕
（県立高等学校）
○鳥取県東部地区中学校・高等学校連絡会
〔鳥取県高等学校東部地区指導部連盟〕
（県立高等学校）
○中部地区指導連盟担当者会議
（県立高等学校）
○平成 26 年度青少年育成鳥取県民会議西部
ブロック研修会に参加、説明（鳥取県）
（主催：青少年育成鳥取県民会議）
○東部圏域 DV 関係機関連絡会研修会及び DV
予防啓発支援員研修会（鳥取県警察本部）
○家庭教育（学級・講座）
（若桜町、琴浦町）
○南部町 気づく・知る・感じる人権のつど
い（南部町）
○ＰＴＡ新聞編集委員会（県立高等学校）
○米子市要保護児童対策地域協議会研修会
（鳥取県警察本部）
○児童相談所との児童虐待対応合同研修会
児童相談所職員と臨検・捜索等について習
熟を図った。
（鳥取県警察本部）
○中部圏域要保護児童対策地域協議会代表者
会議（鳥取県警察本部）
○湯梨浜町民生児童委員協議会羽合支部研修
会（鳥取県警察本部）
○倉吉市要保護児童対策地域協議会実務者会
議（鳥取県警察本部）
○平成 26 年度第２回要保護児童等に係る
関係機関との連絡会（鳥取県警察本部）
○倉吉地区少年補導センター運営委員会（鳥
取県警察本部）
○鳥取県被害者支援フォーラム（鳥取市）
○鳥取警察署管内犯罪被害者支援ネットワ
ーク会議（鳥取市）
○児童虐待対応合同研修会（鳥取県）
○生徒支援会議（ケース会議）
（県立高等学校）
○児童館における防犯講習（鳥取県警察本部）
○鳥取県少年健全育成指導員等研修会
（鳥取県警察本部）
○青少年育成青谷町地区協議会会員研修会
（鳥取県警察本部）
○智頭警察署管内少年健全育成指導員連絡
会（鳥取県警察本部）
○鳥取市小中学校生徒指導連盟委員会、研修
会（鳥取市）
○中学生による問題行動事案に関する関係
者会議（鳥取市）
○中国ブロック少年補導センター連絡協議会
研修会（鳥取市）

４（１）ア、イ

４（１）ア、イ、エ及び、
４（２）ア
４（１）ア、エ

４（１）ア、ウ、エ

４（１）イ

４（１）イ、ウ

４（１）イ、エ

４（１）ウ

４（１）エ

○倉吉地区少年補導センター運営委員会に参
加（三朝町）
○いじめ（防止）対策委員会（県立高等学校）
○デートＤＶ学習会（特別支援学校）
４ 青少年保護育成巡回活動、 ○風俗営業店・パチンコ店への立ち入り（鳥 ４（１）エ
取県警察本部）
環境浄化活動等
（鳥取県警察本部、
（鳥取県警察本部、市町村、県 ○街頭補導活動（合同補導）
鳥取市、米子市、三朝町、県立高等学校）
立高等学校）
○ゲームセンター、カラオケボックス店に対
する青少年健全育成への協力要請
（米子市）
○巡回指導（鳥取市、琴浦町、県立高等学校）
○環境状況調査活動（鳥取市）
○校内・街頭・駅巡視（県立高等学校）
○防犯パトロール（県立高等学校）
○非行防止活動（県立高等学校）
○登下校の見守り（県立高等学校）
○街頭補導時に併せて環境浄化活動（鳥取市、
米子市）
○週番による節電、ゴミ分別チェック（県立 ４（１）ア、イ
高等学校）
○環境リーダーによる点検・指導（県立高等
学校）
○青少年を見守る運動（江府町）
４（１）イ
（あいさつ運動と清掃活動を実施）
５ 子供・若者の社会参加活動 ○昔遊びひろば（江府町）
４（１）ア
（市町村、県立高等学校、特別 ○ふれあいもちつき大会（江府町）
○保育園での保育ボランティア活動（県立鳥
支援学校）
高等学校）
○社会福祉施設でのボランティア活動（県立
高等学校）
○赤い羽根共同募金活動参加（県立高等学校）
○資料館の開館（1 日）
（智頭町、板井原集落、
県立高等学校）
○史料館でのタッチプール開催
（県立高等学校）
○地元商店街での直売店の運営
（県立高等学校）
○園児、小・中学生との交流学習（県立高等
学校）
○高齢者との交流（県立高等学校）
○まつりへの参加（県立高等学校）
○チャレンジショップの開店（県立高等学校）
○ショップボランティアに参加
（県立高等学校）
○地域イベントに出店・出場（県立高等学校）
○地域イベントボランティアに参加（若桜町、
南部町、県立高等学校）
○地域住民対象の農業体験講座（鏡陵大学）
の指導補佐（県立高等学校）
○ペットボトルキャップ回収運動（県立高等
学校）
○駅の清掃（県立高等学校）
○春川ハンセム高校ホームステイ受入れ（県
立高等学校）

○福島県磐城農業高校との交流
（県立高等学校）
○西部地区高等学校青少年赤十字第 2 回生徒
代表者会議（県立高等学校）
○販売実習（県立高等学校）
○見てみてコンサートに参加（特別支援学校）
○全国障がい者芸術・文化祭クライマックス
イベントに参加（特別支援学校）
○手話言語条例１周年イベントに参加（特別
支援学校）
○高等部部活動交流（特別支援学校）
６ 生活習慣の見直し
（県立高等学校）

○生活習慣の確立に係るチェックリストの配 ４（１）イ
布
○生徒の就寝時間・起床時間・食生活・体
調などの調査及び個別指導
○服装検査
○落書きアンケート
○生活点検アンケートの分析
○生徒、保護者、教員による生活指導に係る ４（１）イ、エ
意見交換会
○学校保健委員会による生徒への啓発活動
４（１）ア、イ

７ キャリア教育
（県立高等学校）

○保護者による大学等訪問
４（１）ア
○上級学校訪問
○進路説明会
○進路面接
○進路ガイダンス
○就職希望未内定者のためのガイダンス
○ハローワーク面接指導
○保育園実習
○「商品開発」企業見学
○中国地区牛乳・乳製品利用コンクール
（岡山学校給食センター）
○地元企業訪問
○美容・理容体験学習
○介護実習
○境港漁港見学
○境港市子育て支援センターひまわり見学
○ゴルフ練習・実習
○２年生研修旅行（関西方面の企業・大学見
学研修）
○社会人講師による専門技術指導
○チャレンジグループ活動まとめ
○鳥取大学との連携交流事業
講義「超伝導と環境」
○ファイナンシャルプランナーによる進路講
演会
○創立百周年記念講演
○若者サポートステーションによる生徒面
談・家庭訪問・相談会
○ＳＳＷ・担任等による要保護家庭の訪問 ４（１）オ
及び相談、関連機関との連携
生徒のアルバイト就労指導

８ 相談（特別支援学校）

○個人懇談週間

４（１）ウ

９ 子供の安全確保の取組
○クラス担任による自転車の乗り方について ４（１）エ
（県立高等学校、特別支援学校） のマナー指導（県立高等学校）
○避難訓練〔Ｊアラート連携〕
（県立高等学校）
○学校安全点検（県立高等学校）
○交通安全指導（県立高等学校）
○救急救命法職員研修会〔学校の取組〕
（県立
高等学校）
○ＰＴＡ通学状況視察（県立高等学校）
○登校時の挨拶指導及び交通ルールの指導
（県立高等学校）
○ハイパーＱＵ検査の実施（県立高等学校） ４（１）ア、エ
○いじめに関するアンケートの実施・集約検
討（県立高等学校、特別支援学校）
１０ 地域活動に対する顕彰
（県立高等学校）

○「税に関する高校生の作文」で倉吉税務署 ４（２）イ
長賞を受賞

○非行（被害）防止教室(鳥取県警察本部)
１１ その他
４（１）エ
（鳥取県警察本部、県立高等学 ○薬乱防止教室（鳥取県警察本部、県立高等
学校）
校）

